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「令和２年７月豪雨」から１年が経ちました。

「令和２年７月豪雨」災害は熊本地震に続き私たちの活動エリア内での災害となり、多
くの組合員が被災しました。現地の状況がなかなかつかめない中、グリーンコープは７月
４日の夕方から支援活動を開始し、被災したキープ＆ショップ人吉「手とテとて」を拠点
に、物資支援や片付け支援に取り組みました。この１年間の取り組みを報告します。

これまでに寄せられたた
災害支援金についての報告

県南地域本部 常務 岩間 睦幸

34,311,385

被災地域を管轄エリアとして受け持つ県南地域本
部においては、発災直後から、たくさんの方々に支
えられながら、災害支援活動に取り組んできました。
その活動の源となっているのが組合員、メーカー・
生産者、他団体の皆さんからの支援金です。その総
額は既に１億円を超え、被災地の支援のために大切
に使わせていただいています。本当にありがとうご
ざいます。今後の支援活動のためにも、どうぞこれ
からもご協力を宜しくお願いいたします。

2,469,268

県南地域本部 地域理事長 馬渕 早苗
「令和２年７月豪雨」災害が発生した２０２０年７月４日よ
り、ずっと心を寄せていただきありがとうございます。
あの日を境に私たちの生活は一変しました。四季折々の表情
をみせる自然と親しみ、隣り近所の人と立ち話に花を咲かせ、
愛しむように地を耕し穏やかに暮らしていました。１年経った
今でさえ、あの頃を思い出し、涙があふれます。生活や心のケ
アについて、さまざまな職種の方が炊き出しやイベントなどの
開催、自宅片付け・再建などのお手伝いをしてくださっていま
す。人の優しさに感謝しない日はありません。本当にありがと
うございます。
多くの方々からいただいたご恩を次は別の形で他の誰かに渡
したい。一方通行ではなく互いを思い合う心を大切に、誰かを
笑顔にする活動をしていきたいと思います。

車輌関係費用

「令和２年７月豪雨」災害支援金（２月現在）

１～５：
「令和２年７月豪雨」から１年が経ちました。/ ６～７：松合食品株式会社とＧＣ「お料理万能甘酢だれ」

の紹介 /８：グリーンコープ生協くまもと「20周年まつり」について、カタログＧＲＥＥＮ回収率報告、市民電力関連、

もくじ

おたより募集、編集者だより

79,477,279

支援金残高

173,364

計

4,931,202

ありがとう

発行：グリーンコープ生活協同組合くまもと http://greencoop-kumamoto.jp/

多くの支援に感謝

3,294,652

諸経費

グリーンコープ生協くまもと 理事長 髙濱 千夏
ふくしまからかごしままでの多くのグリーンコープ組合員の
皆さんから心温まる応援をいただき、現在も元気に支援活動に
取り組んでいます。新型コロナウイルス感染防止のために、ボ
ランティアは途中から県内在住者のみとされ、職員・ワーカー
ズを中心に、通常業務と並行して土砂出し支援に取り組みまし
た。また、活動組合員、青果生産者の会、グリーンクラブ（納
入業者の会）
、チラシで募集した組合員ボランティアにも呼びか
け、共に汗を流しました。理事会では、生活応援セットの配布
や写真洗浄など、「何かできることを」と心を寄せてきました。
被災地への継続的な支援はまだまだ必要です。人と人のつな
がりを大切にしながら、グリーンコープらしい支援活動をこれ
からも続けていきます。

人件費

施設費用

933,640

支援費

支援者宿泊費

9,136,967

支援者交通費

22,586,522

支援物資

9,407,444

支援食材

26,544,220

被災地支援金

113,788,664

計

1,302,510

他収入

7,165,141

支援金

他団体支援金

105,321,013

組合員支援金
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復興への歩みを
支えてくださった
多くの方たちへの
感謝を込めて

１月13日、
熊本県独自の
緊急事態宣言
発令！

人吉市の仮設商店街
「モゾカタウン」の一角
に「キープ＆ショップく
まりば」が新装オープン。
14日 に は く ま り ば 内 で
オープニングイベントを
行い、予想を大きく上回
る集客を達成。当日の新
規 加 入 が16人、 イ ベ ン
ト後も加入が続くという
大きな成果もありました。

新年を迎え、
「リサイクル市」を「かみしん朝市」にリニューアル。
念願だったキッチンカーもこの日デビューし、
人吉地区での愛称募集も行いました。まずは、
移動販売に同行しての、汁ものやスイーツの
振る舞いに活用し始めました。キュートな外
装の「デリキチ」は、注目の的でたくさんの
人が集まってきてくれました。

2020年 ８ 月 か ら ス
タートした移動販売は
すっかり定着。現在は
週４日運行に！

発災直後は、店の様
子が気になりつつも、当日は現地
に行ける状況ではありませんでした。翌
日、なんとか店の様子を見に行ったとこ
ろ、店内は洗濯機でかき回したかのよう
な状態。呆然自失となっているところに
グリーンコープの災害支援車が到着し、
心強かったです。

５月10日、
好評だった「朝市」
は、上新町とくまりば
での隔月開催（毎月第
１土曜日）が決まり、
４月には、まず上新町
で開催しました。
「次は
５月のくまりばだ！」
と意気込んで
いたのです
が…。

熊本県は
新型コロナ
まん延防止
等重点措置
を要請！

昨年７月の発災以来、無我夢中で駆け抜けてきた１年間を振り返ってみて、
改めてグリーンコープからのたくさんの支援によって可能になったことが多
かったことを感じます。「手とテとて」のスタッフの多くは自宅が被災してい
なかったため、
「何かできることはないか」と奔走してきましたが、被災され
た方たちに喜んでいただけることが自分たちの癒しにもなっていたように思い
ます。水害に加え、度重なる新型コロナウイルス感染拡大の影響による規制も
あり、思うように活動できないもどかしさもありますが、このトンネルを抜け
たら、大好きな人吉球磨が少しでも元気になれるよう、私たちもエネルギー爆
発！させたいと思っています。
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災害支援センターとして活用して
かみしん
いた上新町キープ内のキッチンを改
修し、炊き出しや惣菜作りができる
環境が整いました。
被災前よりも広くなり、業務用コ
ンロ、冷蔵庫も備えた
キッチンに、
「ここから
何かを始めたい！」と
胸が躍りました。

10月～12月には月１回のペースで、上新
町で「リサイクル市」を開催し、格安で買え
るリサイクル品は家財や衣類の多くを無くし
た方たちにとても喜んでいただきました。
メーカーさんにもご協力いただいた
おでんや、グリーンコープの手作
りカレーなどの炊き出しも「美味
しい！」と大好評でした。

キープが壊滅状態でも、注文いた
だいていた商品は届きます。西間下町
の「犬童球渓記念館」の敷地内の建物
に間借りし、仮店舗営業を始めること
ができました。被災後、組合員さんと
再会できた時は本当に嬉しかったです。

しろいし

週に１回、芦北町白石地区での
炊き出しのお手伝いを始めました。
「支援」として始めた炊き出しで
したが、自宅が被災しても明るく
元気な白石の方たちに、かえって
元気をもらうことが多かったよう
に思います。

キープ業務と並行して、支援物資の配布などを担っている中で
出てきた「移動販売をしたい」という現地スタッフの声に応えて、
おかやまから移動販売車が到着。グリーン
コープ商品とお惣菜を載せて、店がなく
なって買い物に困っている被災地を周り始
めました。
「被災以来、初めて牛乳が飲め
た！」いう喜びの声もいただきました。
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栄養バランスもバッチリ

2020年７月４日の発災直後から地域住民の命を護るため奮闘さ
しろいし

れた、芦北町白石地区区長の川口重行さんとグリーンコープの出会
こうのせ

「白石でも炊き出しをしたい」
いは、神瀬地区での炊き出しでした。
という川口さんの言葉を受け、９月から週１回、住民の方たちによ
る炊き出しに、食材やスタッフをグリーンコープが提供するという
支援が始まりました。自宅のガレージを会場として提供した宮本芳
子さんは、
「被災後は、とても人恋しい気持ちになることが多くて、
週に１回ご近所の皆さんと集まって、おしゃべりしながら料理をし
たり、ご飯を食べたりできることが本当に楽しくて、生活に張り合
いが出ました」と言います。
「炊き出しでの食事がどれも美味しく
て、家では調理できない状態だった人たちも多かったので、本当に
みんな楽しみにしていました」と川口さん。
現在、炊き出しは月１回になりましたが、今も住民の方たちの貴
重な交流の場となっています。

（橋本 健）

被災されたご家族の
健康と幸せを願って

①

②

↑ ①②③は写真洗浄の工程
きれいに洗浄して乾かします

木もれ日さし込む「おさがり会」
３月14日 （ 日 ） 「キープ＆ショッ
プくまりば」OPEN を記念して初イ
ベントが行われました。メイン会場
の裏側にある大きなどんぐりの木の
下で「おさがり会（※）」を行いました。
木もれ日さし込む静かな場所での、
ふわふわの布マットを敷き詰めた会
場作りも好評で、赤ちゃん連れのご
家族に、ゆっくり過ごしていただき
ました。ベビー服・子ども服（80～110サイズ）のみの取り扱
いでしたが「子ども服が欲しいと思っていたから嬉しい！もうど
こも、こういうことしていないのよね」と言って喜ばれました。
誰でもほっとできる居場所としての「おさがり会」を続けていき
たいと思いました。

女島（芦北町）での「移動販売」
に「ラララ～グリ～ンコ～プ♪」と歌が流れると、移動販売
スタートです !!
2020年の年末に寄せられた区長さんからの相談は「お店が
近くにないので買い物にとても困っている」という切実なも
のでした。
「私たちにできるだろうか？」という不安もありましたが
「やるしかない！」と判断し、組合員による移動販売を始めました。
住民の方々は回数を重ねるごとに、楽しみに待ってくれています。
また、車いすや体の不自由な方に声を掛けるなど、住民同士の助け合
いの雰囲気づくりのきっかけにもなっています。

（馬渕 早苗）

みんなで作った「ひまわり畑」
「八代市民球場仮設団地」の皆さんに「ひまわりプロジェクト ( ※）」
のことをお伝えしたところ「私たちも植えたい！」とのこと。グリー
ンコープを通して福島とつながっています♡うれしいですね !! 早速、

のは、言葉では表すことができないほどの悲しみにつながってしまうので

仮設住民の皆さん20数人と一緒に３週間ほどかけて作業しました。

③

グラウンド周辺の土はカタイ！ススキの根っこが太くて多い！耕運機
も前に進まないほどの状態でしたが、住民の皆さんが何

グリーンコープでは、2020年の10月から３月まで写真洗浄に取り組み、

度も何度も土作りをしてくださったおかげで、５月７日

約1,800枚の写真を持ち主の方にお返しすることができました。写真を

に約70本植えることができました！「保育園児のお散

「少しでも元の状態に」と思いながら、写真の中の人と対話しながら作業を

歩コースになるといいな～♪」と話しています。

進めていきました。参加者の多くは、
「何か支援ができないか」と思われて



いたようです。私自身も写真洗浄を担当したことで、人と人との絆の大切
さを改めて実感することができました。これからも、この取り組みが続く
写真洗浄に必要な物品

（馬渕 早苗）

※福島県で活動している「NPO 法人シャローム」が東日本大震災以
降行っている取り組み。食用ひまわりを植えて「ひまわり油」を搾
り、収益は福島に住む子どもたちの支援などに使われている。

参加者みんなで記念撮影

はないかと思いました。
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すすめてくれた
お惣菜がとても
美味しかったよ♪
今日もあるかい？

めしま

毎週木曜日の午後、芦北町「女島ゆめもやい緑地仮設団地」

います。ましてや、家族の大切な思い出の写真まで無くしてしまうという

（児玉 晴美）

オーナメントを木にぶら下げて、会場の
雰囲気を盛り上げました

※くまもとの組合員より届けられた子どもの古着を、県南地域本部で使えるもの・使えないものの選別を行い、サイズや種類ごとに
仕分けして１枚ずつ丁寧にたたみ、透明袋に入れている。その衣類の譲渡を目的とした「おさがり会」を不定期に開催している。

大水害に見舞われた被災者の方の恐怖は、想像を絶するものだったと思


ことを願っています。
（これまでに延べ約130人参加）

（馬渕 早苗）

何かお探しですか？

「写真洗浄」はとても大切な取り組み

「令和２年７月豪雨」から１年が経ちました。

芦北町白石地区での「炊き出し」

4
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「お料理万能甘酢だれ」

「松合食品株式会社」

メーカー

「松合食品㈱」

「奄美きびさとう」

「海水塩（なぎさ）
」

「赤酒千代の園」を

１本で、

「炒める」
「焼く」
「煮る」

「ドレッシング」など、

あらゆる料理に使える

便利な万能調味料です。

短時間の調理が可能です♪

使用した甘酢だれです。

新登場

このたび、カタログＧＲＥＥＮに新商品も仲間入り♪

「安全な食を追い求めて190余年。原料からこだわり自社開発の製造設備による厳しい
管理のもと、安全・安心・美味しさを追求しています」（松合食品㈱ホームページより）
し ら ぬ い

まつあい

松合食品㈱があるのは宇城市不知火町松合。江戸から明治にかけて港町として栄えた地
で、工場は高台にあり目の前には八代海が広がっています。

松合食品㈱は、
「世界一安全な原料で、世界一の味噌・醤油をつくろう。日本の農業を守ろう」を合言葉に、
できるだけ地元産の原料にこだわり、伝統の天然醸造に取り組まれています。また、自社農園で社員による
栽培にも取り組まれています。さらに、味噌・醤油製造時に出る「大豆の煮汁」
「醤油搾りかす」を活用した

パパッと！小松菜とベーコンのさっぱり炒め

炒める

＜材料＞
豚バラスライス……５枚
俵型おにぎり
（３×５cm
くらいの大きさ）
………５個
塩（お好みで）
… ……適量
「お料理万能甘酢だれ」
……大さじ２杯強

あまくち国産丸大豆醤油

不知火ぽん酢

松合食品さんの安心・安全に対する

こだわりや、医食同源の理念を感じる

ことができた研修でした。醤油の主原

（※）

％は脱脂加工大豆で作られ

81

料の大豆に関しては、国内で製造され

る醤油の

ていますが、丸大豆にこだわり熊本県

産大豆も使っておられました。醤油の

搾りかすは肥料・飼料に、油もせっけ

んにするなど、環境に配慮されていま

※脱脂加工大豆……油を抽出し加工した後の大豆。

した。学習会は、醤油の医学的機能、

メラノイジンが抗酸化作用、大豆ペプ

チドは血圧降下になるなど、普段何気

なく使っている醤油をしっかり考える

いい時間でした。試食では 「お料理

万能甘酢だれ」を使って「炒める・焼

く・煮る・ドレッシング」として、
「簡

単 に 作 れ て 健 康 に 配 慮 し た も の 」「 マ

ンネリ化しないように」という思いの

メニューを試食させていただきました。

ワーカーズ・コレクティブ「食育の会わくわく」 園田 晶子さん

今後は、
「食育の会わくわく」が 「お

料理万能甘酢だれ」を多くの人にどの
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＜作り方＞
①野菜は洗って食べやすい大きさに切る。
②鍋に湯を沸かし沸騰したら豚肉をさっとくぐらせ、
冷水にとり水切りする。
③ 「お料理万能甘酢だれ」とねりごまを混ぜ合わせ、
①②を皿に盛り付けてかける。

ように伝えていくかを考えていきたい

＜作り方＞
①しょうがは皮をむき千切りにする。
②小いわしを洗い、水気を切る。
③圧力鍋に①②、みりん、水、 「お料理万能甘酢だ
れ」を入れて中火で加熱し、圧がかかったら弱火に
して15分煮て火を止め、圧が下がるまで放置する。

ドレッシング

＜材料＞
豚モモうす切…… 200g
レタス…………３枚程度
きゅうり…………１/２本
ミニトマト…………５個
ねりごま………大さじ１
「お料理万能甘酢だれ」
…………大さじ３

視察しました !
と思います。

煮る

＜材料＞
小いわし
（10㎝強）
……12尾
（約350g）
しょうが………ひとかけ
みりん…………… 100ml
水………………… 50ml
「お料理万能甘酢だれ」
…………… 100ml

鹿児島風蒲焼きのたれ

タレが自慢の冷しゃぶサラダ

卵かけご飯用醤油
たまコッコー

骨ごと食べる♪小いわしのパクパク煮

フリーズドライみそ汁
大地の贈り物

＜作り方＞
①おにぎりは、お好みで軽く塩をする。
②①に豚肉を巻く。
③フライパンに油を熱し、②を中火で転がしながら
焼き目を付け、弱火にして 「お料理万能甘酢だ
れ」を入れ、たれを絡めてできあがり。

にんにくみそ

＜作り方＞
①小松菜は３～４cm に切って洗い水気を切り、ベー
コンは食べやすい大きさに切る。
②フライパンに油を熱し、ベーコン、小松菜の順に
入れ強火で炒め、 「お料理万能甘酢だれ」を加
えて絡めながら水分を飛ばしてできあがり。

松合食品㈱の主なグリーンコープ取り扱い商品♪
合わせこだわりみそ

焼く

堆肥による健康な土作りを目指して、にんにくや甘夏みかんの栽培もされています。

麦若みそ

＜材料＞
小松菜……１袋
（約200g）
ベーコン…………… 40g
なたね油またはごま油
………………適量
「お料理万能甘酢だれ」
…………大さじ２

冷やご飯も大絶賛の肉巻きおにぎり！
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まつりまであ
と 日！

グリーンコープ
生協くまもと
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20周年まつり

10月17日㈰グランメッセ
熊本にて開催予定

検討していたまつりの名称が

「グリーンコープ20周年感謝祭」
に、６月11日
（金）
の理事会で決定しました。
• 参加メーカーは40社以上。新型コロナウイルス感染
対策を十分に行って開催します。
• 来場には事前の申し込みが必要です。申し込み方法
は、インターネット、または、お電話で（詳細につ
いては８月16日週配布のチラシをご覧ください）
。

グリーンコープでんきＱ＆Ａ

グリーンコープ生協くまもと

カタログ回収率

5 月分
54.2％
54.2
％
回収した
カタログの重さ

40,830㎏
↓

６ロール入り
トイレットペーパー

13,610袋分
どんどんカタログを出しましょう

グリーンコープでんき担当常務

中野 真哉

Ｑ．現在、九州電力の電気を利用していて、太陽光パネルの余剰電力を九州電力に売電して
いますが、買電契約だけを「グリーンコープでんき」に切り替えることは可能ですか？
Ａ．電気の購入と売電は別契約なので可能です。買い取りについては、2020年２月から、
「丸紅ソー
ラートレーディング」との協業で取り扱いを開始しています。九州電力管内であれば、１kWh８円
（税込）の買い取りとなります。買い取らせていただいた電気料金は、６ヶ月毎にご指定いただい
た口座に振り込まれます。まずは資料請求だけでも構いません。ご連絡をお待ちしております。

「グリーン電力出資金」 「グリーンコープでんき」
グリーンコープ生協くまもとの

グリーンコープ生協くまもとの

出資状況

申込状況

6/25現在

目標

123,194,000円
316,533,186円

6/24現在
2021年度目標

692 件
1,000件

カタログ GREEN19号（７月19日週配布）の
別チラシでご案内しています。

Ꮠʓʵ
ፄ֢ ΏΏΏ

ಗಶʾ ΏΏΏΏΏ
ʪʰʒˑ ΏΏ
˥̊ ̨˫ᷣ Ώ

※余剰電力は国が定めた「固定価格買取制度（ＦＩＴ）
」により、10年間電力会社が買い取ります。
この期間を終了した太陽光発電は、各電力会社が独自に取り扱う「卒ＦＩＴ買い取りサービス」と
契約を結ぶことができます。

ɻ˭̵̧̰˰̵̔ʭ˙ʓɼ
ᄋ౼៧ʵǡ
ވ൳ࣔව૭ࣺ͈අ༆૭
ࣺȪːܱࠥවȫ၇ͅ૭ࣺ
ȬȲȲȮ
๔ġġġȁȁȁ͂ତၾܱͬ
ව̱Ȃ̮̩̺̯̞

お名前と連絡先（電話番号）と所属地区
名または所属センターを明記のうえ、
下記住所「本部組合員事務局」宛てに
宛てに
お送りください。

歴代の米国大
統領の中、名演
説で知られるの
はＪ・Ｆ・ケネ
ディではないだ
ろ う か。
「国があなたのため
に何をしてくれるのかを問う
のではなく、あなたが国のた
めに何を成すことができるの
かを問うてほしい」は、米国
民に自己利益を超えて、自国
のために働くよう促したのだ
が、昨今のコロナ禍、全世界
の人々に向けても置き換えら
れそうだ。彼が就任したのは
１９６１年。 年の時を越え
ても、胸に響くものがあると
思う。 
（磯川）

者だより
編集
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グリーンコープ生活協同組合くまもと

発行責任／理事会
■県北地域本部
12,948名
編 集／広報室
■県央東地域本部
26,821名
発行所／〒860-0056
■県央西地域本部
17,532名
熊本市西区新土河原₂丁目1-1
■県南地域本部
7,469名
☎ 096-324-8118㈹
合 計
64,770名
FAX 096-324-8123
（6月24日現在店舗組合員を含む）
印刷所／ホープ印刷㈱

開設曜日…月曜～金曜
第３週は月曜～土曜

☎ 096‑243‑2100

ふくし情報でんわ
フリーダイヤル

0120‑540‑294

0120‑222‑782

0120‑51‑8141

車検や自動車学校、引越しなど、
お気軽にお問い合わせください。
受付時間…９時～17時30分

２４時間受付・年中無休

フリーダイヤル

開設曜日…月曜～金曜
（祝日は休み）
開設時間…10時～16時
携帯電話の方は096－337－7226
「自然庵」との共同事業です。
葬儀だけではなく、相続問題や
お墓、供養、法事についての相
談なども受け付けています。

グリーンコープ
葬祭サービス
フリーダイヤル

開設時間…９時30分～18時

グリーンコープ生協くまもとのホームページ（http://greencoop-kumamoto.jp/）に最新情報更新中！
ぜひアクセスしてください。携帯電話は、こちらのＱＲコードよりアクセスできます。➡
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